
○研究長期ビジョン策定の経緯

　電子航法研究所は昭和 42 年の設立以来我が国の電子航

法に係る研究分野において常に先駆的役割を果たしてきま

した。平成 18 年度からの第Ⅱ期中期計画では、航空交通

管理（Air Traffic Management：ATM）システムの研

究を通じて航空行政を技術的側面から支援していく中核的

研究機関と位置づけています。

　当研究所は、行政ニーズや社会ニーズに応える研究を第

一義的に実施してきていますが、中核的研究機関としての

機能を発揮するためには、長期的な研究の方向性を見据え

ながら業務を実施していく必要があると考え、研究長期ビ

ジョンを策定することとしました。

　このため、平成 18 年 7 月に研究企画統括を委員長とす

る長期ビジョン検討委員会を設置し、国際動向の調査を行

い、将来の ATM の概念や必要な研究開発内容の検討を重

ね、平成 20 年 7 月に研究長期ビジョンを取りまとめました。

○将来のＡＴＭの考え方

　ICAO（国際民間航空機関）における全世界的な ATM

は「全ての関係者の協力下での便宜の提供と継ぎ目のない

サービスを通じた、動的で統合的な航空交通と空域の、安

全、経済的かつ効率的な管理」とされています。これは、

航空会社や管制機関などの全ての関係者が協力し、安全を

確保しつつ、全ての関係者の便益が最大になるように関係

者間で調整（協調的意思決定）しながら運航を管理しよう

とするものです。

　この関係者間の調整は、具体的には、航空機の出発から

到着までの全飛行区間の飛行軌道（トラジェクトリ）に着

眼して管理する考え方に基づいて行われます。

　トラジェクトリというのは、航空機の通り道の情報であ

り、その管理方法は次のようなものです。まず、空間をど

のような通り方をするかにより、燃料や時間が節約できる

のか、あるいは利用者が便利な時間帯により多くの航空機

が運航できるのか、といったことを航空機毎にあらかじめ

関係者間で決めておきます。そして、その理想的な通り方

にできるだけ忠実に運航するようにしますが、現実には気

象などの諸条件が時々刻々変化しますのでなかなか予定通

りには運航できません。このため、運航中も状況の変化に

合わせてその先の通り方をダイナミックに修正することに

より、常により理想的な通り方に近づける方法が考えられ

ています。

　また、鉄道網が発達している我が国において、公共交通

機関としての航空が他の交通機関と適切な競争と分担を

実現して利用者に利便性を提供していくためには、「遅延

のないスムーズかつ効率的な運航の実現」が最も必要とな

りますが、その実現のためにも「トラジェクトリ管理」が

有効な手段であると考えられます。

　なお、トラジェクトリ管理を実現するためにはこれを支

える通信インフラおよび航空交通・気象状況などの予測技

術が不可欠な要素となります。

○研究長期ビジョンの考え方

　将来のＡＴＭにおいてはトラジェクトリ管理が中心とな

ることから、研究長期ビジョンでは、現時点の研究課題か

らトラジェクトリ管理の実現に至るロードマップを作成す

ることとしました。

　実現の目標時期としては、欧州の ATM の将来ビジョン

で あ る SESAR(Single European Sky ATM Research）

が 2020 年 を、 米 国 の NextGen(Next Generation Air 

Transportation System）が 2025 年を目標としているこ

と、国際民間航空機関（ICAO) の全世界的 ATM 運用概念

にある将来像の実現が 2025 年頃とされていることから、

その頃には、わが国でもトラジェクトリの概念に基づく航

空交通管理が実現されることを想定し、2020 年までとし

ました。

　そして、図 1 に示すような航空交通管理のシステムを実

現するために研究所として取り組むべき研究のビジョンを

作成することとしました。

図 1　将来の全世界的ATMの運用概念



○研究長期ビジョンの概要

図2　設定した重点分野

表１　電子航法研究所の研究課題のロードマップ

　研究長期ビジョンとして取り組むべき重点分野として次

の５分野を定めて、それらに該当する研究課題を抽出しま

した。

　（１） パフォーマンス分析によるボトルネック抽出と効率

向上

　（２）機能的な空域設定とトラジェクトリ管理

　（３） 航空機・運航者・管制官の連携のための情報通信

基盤

　（４）空港／空港面の高度運用

　（５） 高精度・高信頼性かつフレキシブルな基盤的航法

技術

　そして、重点分野ごとの個々の研究課題を短期、中期、

長期の期間に分けて整理しました（表１）。

この表における研究課題はできるだけその目的を表現する

ようにしましたが、実際の研究開発においては具体的な方

法論にも取り組む必要があると考えています。

　さらに、重点分野には入れていませんが次の分野の研究

も継続していく必要があると考えています。

　（ａ） 管制官やパイロットなど安全維持に重要な運用者の

疲労等心身状況測定技術の研究

　（ｂ）アンテナ特性の研究

　（ｃ）在来システムの性能維持管理に関する研究

　（ｄ） 空港面落下物等障害物探知と警報など安全性と効率

性向上のための各種支援装置

　（ｅ） 航空機衝突防止装置など既存装置のトラジェクトリ

運用対応

　当研究所は、今後、策定した研究長期ビジョンに基づい

て、長期的観点からトラジェクトリ管理を柱とする研究、

開発等に取り組んでまいります。

　なお、トラジェクトリ管理の実現のためには、当研究所

のみの活動では不十分であり、例えば当研究所がこれまで

担当してきていない気象予測技術については、これらの知

見を有し、研究開発を遂行し得る機関との連携が必要です。

このための基盤作りとして当研究所の研究長期ビジョンと

その背景である将来の航空交通像／航空交通管理像につい

て社会的認知を図るべく努めていきたいと考えています。

（参考） 長期ビジョンについては、当研究所のホームページ

（http://www.enri.go.jp/）でも紹介していま

す。（トップページの「TOPICS」より）

○まとめ



○平成19年度の業務実績評価は「極めて順調」

（平成20年 7月 29日）

　国土交通省の独立行政法人評価委員会交通関係研究所分科会

が開催され、第 2 期中期目標期間（5 年間）の２年度目となる

平成 19 年度の業務実績評価が実施されました。研究開発にお

ける成果はもちろんのこと、小規模の組織であるが、学術的に

も政策支援としても十分な成果を上げていることなどが認めら

れ、それぞれの評価項目における評価点の総計はこれまでの最

高点となる評価を受け、総合的な評定は「極めて順調」との結

果となりました。

○インターンシップによる研修員を受け入れ

（平成20年 8月 6～ 26日）

　当研究所では、電子航法に係る研究を体験してもらうイン

ターンシップを実施しており、今年度は、国立大学法人電気通

信大学情報システム学研究科情報ネットワークシステム学専攻

修士１年の館下智明さんが 8 月 6 日～ 26 日の期間（15 日間）

で航空交通管理に関する研究を実施しました。羽田空港の西日

本方面からの到着機について、レーダで測定された航空機の航

跡データから、滑走路への着陸順位の予測精度を検討しました。

羽田空港から距離 150 NM（約 278 km）の円に入った順位と

羽田空港の着陸順位を比

較し、約 7 割の航空機の

順位が等しいことが分か

りました。最終日に報告

会を実施して、インター

ンシップ研修を終了しま

した。

○長期ビジョン発表会を開催（平成20年 9月 9日）

　本号でご紹介しております当研究所の長期ビジョンについ

て、日頃より当研究所の研究業務にご理解、ご協力頂いており

ます航空会社、メーカー、行政機関などの方々を対象に発表会

を実施しました。熱心なご質問や、ご意見を頂き、大変有意義

な発表会とすることができました。

○各地の「空の日」イベントに参加

・丘珠空港「航空ページェント」（平成 20 年 9 月 14 日）

・「2008 仙台空港祭」（平成 20 年 9 月 28 日）

・「調布飛行場まつり」（平成 20 年 10 月 19 日）

　当研究所では、毎年、各地で開催される空の日のイベントへ

参加して一般の方々に広く研究所の業務を紹介しています。今

年は例年参加している「仙台空港祭」「調布飛行場まつり」に

加え、丘珠空港で開催された「航空ページェント」に初めて参

加し、北海道の方々にもＰＲすることができました。

○航空局への「報告会」を開催（平成20年 9月 25日）

　昨年度に終了した重点研究の結果や、現在実験中の重要な研

究活動の進捗状況について、国土交通省航空局への報告会を国

土交通省で開催しました。航空局からは、室谷管制保安部長をは

じめとして、多数の方々に参加していただきました。報告会のコ

ンセプトは、担当者以外

の方にも幅広く聞いてい

ただくことにより、研究

成果の共有を図ることで

あり、今回は研究長期ビ

ジョンを含め７件につい

て報告しました。

○航空保安大学校で「出前講座」を開催

（平成20年 9月 17日）

　今年度、関西国際空港

の対岸のりんくうタウン

に移転した航空保安大学

校において出前講座を開

催しました。航空保安大

学校の１、2 年生を中心

に、出前講座としては過

去最大規模の 100 名超

となる聴講者を迎え、①

航空交通管理のパフォーマンス評価システムの開発、②マルチラ

テレーション監視システムの評価結果、③先進型地上走行誘導管

制 (A-SMGC) システムの開発動向、④滑走路における誤進入お

よびコンフリクト検出方式についての講座、及び実験機材デモン

ストレーションを行いました。また、保安大関係者のみならず、

関西（事）、関空 ( 株 )、SDECC、大阪（局）、大阪（事）、神戸（セ）

等からもご来聴いただきました。

○「国際航空宇宙展」に出展（平成20年10月1～5日）

　パシフィコ横浜で国際宇宙展が開催されました。この展示会

は航空機メーカーが中心となっていますが、当研究所は「ATM

パフォーマンス評価シ

ス テ ム 」、「A-SMGC」、

「音声疲労診断装置」を

出展し、航空交通の安

全を支える技術につい

て紹介しました。

○「パテントソリューションフェア」で特許2件を紹介

（平成20年 10月 1～ 3日）

　 パ テ ン ト ソ リ ュ ー

シ ョ ン フ ェ ア が 東 京

ビッグサイトで開催さ

れ、当研究所からは「音

声疲労診断装置」およ

び「全方向性誘電体レ

ンズ」を出展しました。

報告会の様子（写真）

調布飛行場まつり

丘珠空港「航空ページェント」






